
平成２７年５月吉日 
補習生 各 位 

近畿実務補習所運営委員会 
委 員 長  岩 井  正 彦 

 
 

課題研究の作成に関する警告 
 
 
課題研究の採点の結果、参考文献の明示や、引用部分の明示が適切になされ

ていない者が多く、今後は厳正な処分を行うので通知する 
 
 
１． 課題研究作成に当たり、参考にした書籍、論文等は明記すること 
 
２． ホームページなどを参考にした場合には、ＵＲＬを明記すること 
 
３． 直接引用する場合には、該当部分を「 」で明示すること 
 
４． 法令等を引用する場合にも出典を明らかにすること 
 
 
 
今後、課題研究作成に当たっては上記事項（課題研究テーマの案内に留意事項

として記載している）を厳守するよう警告する。 
不備の程度（明らかに引用しているにも係わらず、引用符「」で明示していな

い場合など）により、盗用と判断した場合には不正行為として処分する。 
その結果、修了考査の受験資格を得ることが遅延する事態もあり得る。 
 
 

   以上 
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平成２７年５月吉日 
2013年期補習生 各位 
（修業年限短縮申請者 各位） 
 

近 畿 実 務 補 習 所 
運 営 委 員 会 

 
２０１３年期 第５回課題研究の実施について 

 
第５回課題研究を下記要領で実施する。作成上の注意をよく確認の上、提出すること。 

 
１．テーマ 

監査法人が実施する監査手続の方針においては、さまざまな観点から言及されていま

す(ex.不正リスクを意識した手続、規制当局を意識した手続、指導機能を中心とする手

続、監査の効率化を意識した手続など)。 

そこで、以下①～③のそれぞれの立場では、どのような監査手続の実施が求められてい

ると考えられるか、また、それらを踏まえてあるべき監査手続について、不正リスク対

応手続についても触れた上で、あなたの意見を述べなさい。 

①監査法人（会計監査人） 

②クライアント（被監査会社） 

③投資家等（利害関係者）  

２．課題の作成について 
（１）提出用紙 【ワープロ等の場合】Ａ４白紙、ページ書式で「横書き、横４０字×縦

４０行」に設定すること。 
【手書きの場合】市販Ａ４版４００字詰原稿用紙に横書きに限定。 
 

（２）必要字数 本論のみ３，２００字超～４，８００字程度で纏める。 
※指定された字数に満たない場合や、超過の場合は減点の対象となる。 
※字数は本論のみで、表紙、出典・参考文献は字数に含まない。 
※本論に表や図を挿入しても字数には含まない。 
 

（３）内容構成について  
   ①「表紙」 ⇒ ②「本論」 ⇒ ③「出典、参考文献」 
   ※出典や参考文献の注釈は本論中には記載せずに、ページを変えて④として纏めて

記載すること。（本論に記載があった場合には字数から除外します。） 
 
（４）表 紙   表紙記入例（別紙１参照）に従うこと。 

※表紙に本論の字数を記載する欄があるので、本論の字数（空白を含まない本論の

総字数）を記載すること。 
（文字数は、ワープロソフトの「文字ｶｳﾝﾄ機能」を使い確認すること） 

※ワープロ等で作成の場合、表紙もワープロ等で入力作成すること。 
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《近畿実務補習所 WEB に掲載の表紙フォーム（WORD ﾌｧｲﾙ）をダウンロードして使用

すること。》  
 

（５）筆記具（手書きの場合）  黒のペン、ボールペンに限定。鉛筆書きは不可。 
 
（６）留意事項（①～⑥の項目を守らない場合は、形式不備として評価点より減点する。） 

①ワープロのページ設定で、字数・行数は、４０字×４０行（1,600文字）に設定すること。（別紙２参
照） 
② 表紙 →  本論（ページ番号を付す）→（ページを替えて） 出典・参考文献を明確にすること。 
③引用箇所は「 」（引用符）でくくり、出典を明確（頁数も記載）にすること。 
参考文献も必ず記載のこと。（別紙３参照） 
もし、参考文献がない場合には、「参考文献なし」と必ず記載のこと。その記載

がないと盗用と見なされる場合がある。  
※近畿実務補習所では、課題研究を作成する上での「引用・出典」「参考文献」

の取扱は、利用した全ての書物、文書（法令、基準、規則、通達など含む）を、

巻末（別頁）に記載すること。 
④章、節の区分、段落づけは明確にすること。 
⑤項目毎にタイトルを明示すること。 
⑥表紙のテーマ欄には、課題のテーマを正しく記載すること。 

 
３．提出について 
（１）期 日  平成２７年６月３０日（火）１７時までに提出のこと。 

※ 提出期限を過ぎた場合は受付けないので注意のこと。 
（２）方 法   補習所講義実施日に直接提出か近畿実務補習所事務局に持参、若しく

は郵送（当日消印有効）すること。Ｅメール及びＦＡＸでの提出は不可。 
 

※ 料金不足による「名宛人送達（不足料金請求）」の場合は一切受理し

ない。また、料金不足による「差出人返却」の場合は、押印された消

印は無効。 

※ 補習所講義を実施していない日に近畿会実務補習所事務局に持参す
る場合は、午後５時までしか受理出来ないので注意のこと。 
※ メール便等の消印のない方法で送付提出する場合は、到着日が提出日
となるので提出期日に留意すること。 

※ 送付時には封筒等に第５回課題研究在中と赤字で記載すること。 
 

※ 送付先 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-4-11 ｸﾗﾎﾞｳｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ 2 階 

一般財団法人会計教育研修機構 近畿実務補習所 

 

４．取得単位 
実務補習規程で課題研究は修業年限を通じて６回（６テーマ：６０単位分）提出し、

その取得単位の合計が満点単位の６０％（３６単位）以上になる必要がある旨規定され
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ている。今回の課題研究が満点の場合には、１テーマ分として１０単位が与えられる。 
尚、満点の４０％未満だった場合は、翌期の第５回課題研究により再提出することと

なる。 

 
５．注 意 
（１）作成・提出するにあたって、内容を推敲するとともに変換ミス・誤字・脱字をなく 

すこと。 
（２）他者の論文を複写（丸写しやコピー・アンド・ペースト、一部文章表現を変える等） 

するなどの不正行為を行った場合には、０単位とする。 
《不適切な方法での作成・提出を防止する為、全ての実務補習所において、他者の文

書のコピー箇所を検出するソフト（コピー＆ペースト判定支援ソフト）を導入して

いる。課題研究提出後に、必要と判断した補習生及び任意で抽出した補習生に対し

て、ファイル（データ）での再提出を求めることがあるので充分に留意すること。》 
（３）内容が実務補習生の作品として、一定レベルに達していないと運営委員会にて判定

され４０点未満の評価となった場合には、実務補習規程により再提出（２０１４年期

の第５回課題研究テーマにより提出）となる。 
以 上 



別紙１ 
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提出期限：平成27年6月30日 

近畿実務補習所 

第５回課題研究 
（※発表されたテーマをそのまま下の枠内に収まるようにフォントサイズを調整して記載すること。） 

監査法人が実施する監査手続の方針においては、さまざまな観点から言及されています(ex.

不正リスクを意識した手続、規制当局を意識した手続、指導機能を中心とする手続、監査の効

率化を意識した手続など)。 

そこで、以下①～③のそれぞれの立場では、どのような監査手続の実施が求められていると考

えられるか、また、それらを踏まえてあるべき監査手続について、不正リスク対応手続につい

ても触れた上で、あなたの意見を述べなさい。 

①監査法人（会計監査人） 

②クライアント（被監査会社） 

③投資家等（利害関係者） 

 

 

 

 

 

 

期: 2013 クラス Ａ 
補習生カード

番 号 201312345 

氏名: 近畿 太郎 

 
本論字数 4,500 

[採点者コメント欄] 
点 数 

 

 

ステープル（ホチキス）は左上部に１箇所 

ワープロで作成時には期・補習生カード番号は半角で記載すること。 

ワープロソフト等の「文字カウント機能を

使い本論のみの字数を確認する事。（空白・

図・表はカウントに含まず）」 
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会計教育研修機構近畿実務補習所 論文提出スタイルサンプル 
 
会計教育研修機構近畿実務補習所で提出する課題研究をワープロ入力して提出する場

合は、以下のスタイル設定とすること。 
 
◇ Ａ４版たて、印字は横書きとする。 
◇ １ページの字数は１，６００文字、（４０字×４０行）とする。 

（参考）ちなみにこのサンプルページはワード（文字フォント １０.５ポイント）
にて作成しており、余白設定は次のとおりとなっている。 

上下：２５ｍｍ  左右：２５ｍｍ  とじしろ：０ 
◇ ワープロ入力の際、特に変換ミスによる誤字に注意すること。 

 ◇ 本文中に挿入する図表は文字数、としてカウントしないので、注意する事。 
 
 
－印字例－ 
 

第一章 ××××× 
会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補

習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実

務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機

構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所。 
第一節 ×××××× 
会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補

習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実

務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機

構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所。 
１．×××× 
会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補

習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実

務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機

構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所、会計教育研修機構実務補習所。 
 
 
 

以 上 
 



別紙３ 
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出典・参考文献の例 

《出典表示》 

自分以外の者の考えや言葉を利用するときは、その出典を明確にしなければならない。これを怠った場

合、盗用行為（＝著作権侵害）とみなされる。 

直接引用の場合は当該引用箇所を「  」（引用符）でくくり、通し番号をふった上で、課題研究末尾に

「著者」・「文献名」・「発表場所（雑誌名など、WEBページの場合はURLと参照日）」・「ページ数」を明記し

なくてはならない。 

 

《参考文献》 

課題研究の中で使用した文献をリストにして、課題研究末尾に掲載する。和書および洋書に区別し、和

書は「五十音順」、洋書は「アルファベット順」に作成する。 

※補習所テキスト、専門学校等テキストは参考文献としない事。 

《文献別記述例》 

【図書】 

 著者名、『書籍名』、出版社、出版年、（該当ページ：出典の場合） 

  ＊書籍名は、和書は『  』、洋書はイタリック体またはアンダーラインで示す 
  ＊共著の場合は、カンマで区切って記す（東京太郎, 東海次郎, 近畿三郎, 九州四朗）か、最初の 1

人の著者名のみを記し後ろに「ほか」と記す（東京太郎「ほか」） 

【法令・基準・規則・通達など】 

 発刊団体名,タイトル,発行年 

【紀要や雑誌の論文・記事】 

 著者名、「論文・記事のタイトル」、『雑誌名』、巻数・号数、発行年・月、（該当ページ：出典の場合） 

  ＊論文名は、和文は「  」、欧文は“   ”の中に示す 

  ＊雑誌名は、和文は『  』、欧文はイタリック体またはアンダーラインで示す 

【ＷＥＢページ】 

 著者名、「ＷＥＢページのタイトル」、<ＵＲＬ>、（最終アクセス年月日） 

【新聞記事】 

 署名記事の場合の著者名、「記事タイトル」、『新聞紙名』発行年月日、朝夕刊の別、（該当面数：出典の場合） 

 

―出典例― 

1) 茅根 聡,「リースのオンバランス化をめぐる新展開－わが国の改定論議と国際的動向に焦点を当てて

－」『JICPAジャーナル』No.586 , 2004年4月, 61ページ 

2) 加藤盛弘,『一般に認められた会計原則』森山書店, 1994年、18ページ 

3) Paton,W. A., Essentials of Accounting, Macmillan, 1960,  p.213. 

4) Hofstede, G., Culture’s Consequences, SAGE Publishing, 1980, pp.100-101.（萬成博・安藤文四

郎監訳,『経営文化の国際比較』産能大, 1984, pp.122-124。） 

5) 上妻義直,「EC の統合と会計情報」青木修・小川洌・木下照嶽編『社会発展と会計情報～変貌する企

業環境への会計的アプローチ～』中央経済社, 1993, pp.210-211。 

 

―参考文献例― 

1. Hofstede, G., Culture’s Consequences, SAGE Publishing, 1980.（萬成博・安藤文四郎監訳,『経

営文化の国際比較』産能大, 1984。） 

2. Paton,W. A., Essentials of Accounting, Macmillan, 1960. 

3. 上妻義直,「EC の統合と会計情報」青木修・小川洌・木下照嶽編『社会発展と会計情報～変貌する企

業環境への会計的アプローチ～』中央経済社, 1993年。 

4. 企業会計審議会,「監査基準の改訂について」,平成○○年○月○日 
5. 茅根 聡,「リースのオンバランス化をめぐる新展開－わが国の改定論議と国際的動向に焦点を当てて

－」『JICPAジャーナル』No.586 , 2004年4月。 
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課題研究提出に関する注意事項 

 
課題研究において、以下のような理由で減点されているケースが非常に多くありました。 

 
 
◇ 形式不備での減点理由 
① 字数と行数の設定が指定された形式でない。 

４２字×３６行や４０字×３８行など指定された形式でない。 
→４０字×４０行設定に修正した上で、必要字数範囲内で纏めること。 

② 行数稼ぎの不要な行間が多い。（ページ数稼ぎのため） 
  行数（頁数）を稼いでも、必要字数に過不足がある場合は減点します。 

→不要な行間をなくして、４０行設定に修正し必要字数範囲で纏めること。 
③ 参考文献の記載及び、参考文献が無い場合の「参考文献なし」の記載がない。引
用しているとしか判断出来ないにも関わらず出典記載がない。 

→本論とページを替えて、参考文献、出典（引用箇所）を明確にすること。 
 
◇ その他の減点理由 
① 文体の不統一（「である調」と「ですます調」の混入）がある。 
又、誤字・脱字が非常に多い。 
→文体を統一すること。誤字・脱字については提出前にチェックすること。 

② 引用があまりに多すぎる。 
   →引用は全体の半分以下に減らして、自分の意見・言葉を入れて再構成するこ

と。 
③ ページ途中で字体（フォント）が明らかに変わっている。 

→不適切な方法で作成したとしか判断出来ない。 
自分の意見を述べること。若しくは、自分の言葉に置き換えて、再構成する

こと。 
④ 論文の体裁となっておらず、レジュメとしか言えない。 

→自己意見を述べるなど再構成して、論文の体裁にして提出すること。 
  ⑤ 印字が不鮮明なまま提出している。 
     →インクの擦れや、不鮮明な場合には再度印刷しなおして提出すること。 
  ⑥ 表紙フォームに手書きをしている。 
     →課題をワープロで作成の場合には、表紙フォームもワープロで作成し提出す

ること。（表紙フォームは、近畿実務補習所 Web に掲載している） 
⑦ 表紙のテーマ欄には、発表されたテーマを正しく記載すること。（勝手にテーマを 
短くしたり、違う文章などに変えないこと。） 

  ⑧ 提出する際には、必ずページが揃っているか、余計なページ（draft など）が付い
ていないか確認し、提出すること。 

     →ページ抜けなどあれば、完成品とみなさず、０点とする。 
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◇ 出典・参考文献に関する注意点 
 
・Wikipedia の扱い 
 Wikipedia は多くの引用・参照に使われるケースがあるが、インターネット上の誰しも
が編集に参加出来るオープンコンテントなものであり、Wikipedia 自身も掲載された内
容に疑義を呈している場合も少なくない。Wikipedia に掲載された情報の信憑性が高く
ない、または信憑性を証明出来ない限り文献として用いるべきではない。 

 
・専門学校（ＴＡＣ社や大原学園など） 
 専門学校のテキストを出典・参考文献に用いる場合があるが、これらテキストもまた出

典の原典が存在するため、原典を表記する事が求められる。ゆえに、専門学校のテキス

トをそのまま文献として用いるべきではない。 
 
 
◇ 参考文献とは 
 「書物・論文などにまとめるうえで、参考とする書物・文書」（大辞林より） 

※近畿実務補習所では、課題研究を作成する上で、参考にした書物、文書（法令、基準、

規則、通達など含む）があれば、参考文献として、巻末（別頁）に記載する必要があ

る。  

 
 
◇ 引用に関する注意点 
 他の著作物からの引用がある場合には、引用符「 」でその部分をくくり、出典・参考

文献として明確に記載する必要がある。また、元となる著作物の文章表現（一部文言）

を変えて、あたかも自身の意見の様に記載した場合には盗用として、当該課題研究は採

点されないケースがあるので、他の著作物からの引用等には十分注意する必要がある。 
 

以 上 


